
 

第５４回近畿地区国立大学体育大会（剣道）実施要項 

 

〔１〕競 技 日 程  平成２８年８月２１日（日）１日間  

 

〔２〕競 技 会 場  奈良市中央武道場 

〔奈良市法蓮佐保山四丁目一番二号 ℡0742-26-1060〕 

 

〔３〕競 技 次 第 

１．開 会 の 辞       競技委員長                 ９：３０～ 

２．競技上の注意 審 判 長 

３．競 技       

男子・女子 個人戦（１回戦～決勝） １０：００ 開始 

男子     団体戦（予選リーグ） 

女子    団体戦（予選リーグ） 

男子    団体戦（準決勝・決勝）  

女子    団体戦（準決勝・決勝） 

４．競 技 終 了       

５．成 績 発 表       学生 

６．表 彰 競技委員長 

７．閉 会 の 辞       競技委員長 

 

〔４〕大 会 役 員 

競 技 委 員 長       森本 弘一（奈良教育大学） 

専 門 委 員       村山 勤治（滋賀大学） 

総 務 委 員       吉田 恭子（奈良教育大学） 

嶋岡 信史（奈良教育大学） 

 

〔５〕競 技 役 員 

審 判 長 大辻 幸正（奈良県剣道連盟） 

審 判 員 奈良県剣道連盟、参加大学ＯＢ・ＯＧ 

補 助 員 参加大学剣道部員 

 

〔６〕学 生 役 員 

学 生 委 員       村上 綾菜  板倉 直毅 

総 務 係       青山 和史  大野 秀隆   

受 付 係       加藤 万穂  高稲 真子 

競 技 係       中島 多嘉良 酒井 貴彬 

記 録 係       杉山 和海  田中 裕二郎 

救 護 係       小走 龍太郎 西田 大輝 

（奈良教育大学） 
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〔７〕実 施 要 項 

１．参加申込 締切期日  平成２８年６月２９日（水）必着 

（１）申込先・・・〒630-8528 奈良市高畑町 
奈良教育大学学生支援課（℡:0742-27-9130 FAX:0742-27-9146 

Mail： service@nara-edu.ac.jp ） 

（２）参加資格 

（ア）本大会規程第１３条適用 
（イ）選手は医師の診断より大会参加が適当と認められた者で、当該大学長の承認

のある者に限る。 
（３）参加人数・・・１大学男女別に各１チームとし、全員参加申込みできる。 
（４）申込方法・・・所定の依頼方法（参加申込み）により提出すること。 

２．競技方法等 
（１）試合方法 

○男子団体戦 
（ア）１チーム７名（補欠２名）により試合を行う。 
（イ）オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
（ウ）予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得

本数の順で決定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点にな

った場合は、代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引

き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は

勝敗が決まるまで行う。 
（エ）決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、また

Ｂリーグの１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないとき

は、「引き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延

長戦は勝敗が決まるまで行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 

 
○男子個人戦 
（ア）各大学４名とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
（イ）３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
（ウ）団体戦出場者（補欠を含む。）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数

が１０名以下の大学に限り重複出場を認める。 
（エ）個人戦の組合せは、前もって大学名で決定し、当日の朝、出場者のエントリ

ーを受け付け、本部がそれぞれを組み合わせる。 
○女子団体戦 
（ア）１チーム５名（補欠２名）により試合を行う。 
（イ）オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
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〔７〕実 施 要 項 

１．参加申込 締切期日  平成２８年６月２９日（水）必着 

（１）申込先・・・〒630-8528 奈良市高畑町 
奈良教育大学学生支援課（℡:0742-27-9130 FAX:0742-27-9146 

Mail： service@nara-edu.ac.jp ） 

（２）参加資格 

（ア）本大会規程第１３条適用 
（イ）選手は医師の診断より大会参加が適当と認められた者で、当該大学長の承認

のある者に限る。 
（３）参加人数・・・１大学男女別に各１チームとし、全員参加申込みできる。 
（４）申込方法・・・所定の依頼方法（参加申込み）により提出すること。 

２．競技方法等 
（１）試合方法 

○男子団体戦 
（ア）１チーム７名（補欠２名）により試合を行う。 
（イ）オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
（ウ）予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得

本数の順で決定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点にな

った場合は、代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引

き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は

勝敗が決まるまで行う。 
（エ）決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、また

Ｂリーグの１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないとき

は、「引き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延

長戦は勝敗が決まるまで行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 

 
○男子個人戦 
（ア）各大学４名とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
（イ）３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
（ウ）団体戦出場者（補欠を含む。）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数

が１０名以下の大学に限り重複出場を認める。 
（エ）個人戦の組合せは、前もって大学名で決定し、当日の朝、出場者のエントリ

ーを受け付け、本部がそれぞれを組み合わせる。 
○女子団体戦 
（ア）１チーム５名（補欠２名）により試合を行う。 
（イ）オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 

 

 

（ウ）予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得

本数の順で決定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点にな

った場合は、代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引

き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は

勝敗が決まるまで行う。 
（エ）決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、また

Ｂリーグの１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないとき

は、「引き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延

長戦は勝敗が決まるまで行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 

 
○女子個人戦 
（ア）各大学６名とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
（イ）３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
（ウ）団体戦出場者（補欠を含む。）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数

が８名以下の大学は、２名の出場を認める。 
（エ）個人戦の組合せは、男子個人戦と同様に行う。 

（２）試合規則 
現行の（一財）全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、剣道試合審判細則による。 

（３）審  判 
奈良県剣道連盟に委嘱する。 

３．表  彰  １位、２位、３位の３校、３名を表彰する。 

４．そ の 他 
（１）試合開始３０分前までに、選手の欠席がある場合は本部に届け出ること。 
（２）棄権する場合は、試合開始の２日前正午までに大会事務局に連絡すること。 
（３）出場選手は、「垂れ」に大学名及び氏名を記入した名札を付けること。 
（４）竹刀は、各大学で事前に計量したものを使用する。（男子５１０ｇ以上、 

女子４４０ｇ以上） 
（５）参加大学は、学生補助員２名を出すこと。 
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試 合 規 定 

 

１．団体戦 
（１）男子 

① １チーム７名（補欠２名）により試合を行う。 
② オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
③ 予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得本数の順で決

定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点になった場合は、

代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分け」

とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
④ 決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、またＢリーグの

１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き

分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延長戦は勝敗が決まるま

で行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 
 

⑤ チームが７名に満たない場合の特則 
＊４名チームの場合、次鋒、五将、三将に選手を置かない。 
＊５名チームの場合、五将、三将に選手を置かない。 

＊６名チームの場合、五将に選手を置かない。 

 
（２）女子 

① １チーム５名（補欠２名）により試合を行う。 
② オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
③ 予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得本数の順で決

定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点になった場合は、

代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分け」

とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
④ 決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、またＢリーグの

１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き
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試 合 規 定 

 

１．団体戦 
（１）男子 

① １チーム７名（補欠２名）により試合を行う。 
② オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
③ 予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得本数の順で決

定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点になった場合は、

代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分け」

とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
④ 決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、またＢリーグの

１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き

分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延長戦は勝敗が決まるま

で行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 
 

⑤ チームが７名に満たない場合の特則 
＊４名チームの場合、次鋒、五将、三将に選手を置かない。 
＊５名チームの場合、五将、三将に選手を置かない。 

＊６名チームの場合、五将に選手を置かない。 

 
（２）女子 

① １チーム５名（補欠２名）により試合を行う。 
② オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
③ 予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得本数の順で決

定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点になった場合は、

代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分け」

とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
④ 決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、またＢリーグの

１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き

 

分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延長戦は勝敗が決まるま

で行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 
 

⑤ チームが５名に満たない場合の特則 
３名チームの場合、次鋒、副将に選手を置かない。４名チームの場合、次鋒に選手を置か

ない。 
 

２．個人戦 
（１）男子 

① 各大学４名（補欠２名）とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
② ３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
③ 団体戦出場者（補欠を含む。）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数が１０名以下

の大学に限り重複出場を認める。 
④ 個人戦の組合せは、前もって大学名で決定し、当日の朝、出場者のエントリーを受け付け、

大会本部がそれぞれを組み合わせる。 
（２）女子 

① 各大学６名とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
② ３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
③ 団体戦出場者（補欠を含む）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数が８名以下の大

学は、２名の出場を認める。 
④ 個人戦の組合せは、男子個人戦と同様に行う。 

 

３．試合規則は、現行の（一財）全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、剣道試合審判細則による。 
 

４．その他 
（１）試合開始３０分前までに、選手の欠席がある場合は本部に届け出ること。 
（２）棄権する場合は、試合開始前の３日前までに大会事務局へ届け出ること。 
（３）出場選手は、「垂れ」に大学名及び氏名を記入した名札を付けること。 
（４）竹刀は、各大学で事前に計量したものを使用する。(男子５１０ｇ以上、女子４４０ｇ以上) 
（５）参加申込者以外の出場は認めない。締切後変更する必要のあるチームは、大会開始３日前

までに大会事務局に申し出ること。 
 
 

総 合 優 勝 制 度 得 点 
１位－１０点、２位－７点、３位－４.５点 

ただし、同順位の場合は、下位順位の得点との合計を平均する。 
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大阪大学と統合した旧大阪外国語大学の団体の取り扱いについて 

 
平成 23 年 2 月 3 日委員会承認 

 
平成 20 年度以降の大阪大学と統合した旧大阪外国語大学の近畿地区国立大学体育大会への参加につ

いては、第 45 回近畿地区国立大学体育大会委員会において承認され、このなかで第 48 回大会（平成

22 年度）に見直しを行うこととされた。 
このことを受け、第 48 回近畿地区国立大学体育大会第 2 回委員会（平成 23 年 2 月 3 日）において、

大阪大学課外活動担当職員から現状等について説明いただいた後、審議した結果、次のとおり取り扱う

ことが承認された。 
 
第 45 回委員会において承認された内容で、引き続き参加を認める。 

 
承認理由 

１ 近畿地区国立大学体育大会に参加を希望している大阪大学外国語学部の競技団体は、各々の所属す

る学生連盟においても大阪大学外国語学部として独立して認められており、近畿地区国立大学体育大

会以外の大会においても、独立して参加していること。 
２ 大阪大学から、引き続き独立参加の要望がでていること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 6 -



 

 

大阪大学と統合した旧大阪外国語大学の団体の取り扱いについて 

 
平成 23 年 2 月 3 日委員会承認 

 
平成 20 年度以降の大阪大学と統合した旧大阪外国語大学の近畿地区国立大学体育大会への参加につ

いては、第 45 回近畿地区国立大学体育大会委員会において承認され、このなかで第 48 回大会（平成

22 年度）に見直しを行うこととされた。 
このことを受け、第 48 回近畿地区国立大学体育大会第 2 回委員会（平成 23 年 2 月 3 日）において、

大阪大学課外活動担当職員から現状等について説明いただいた後、審議した結果、次のとおり取り扱う

ことが承認された。 
 
第 45 回委員会において承認された内容で、引き続き参加を認める。 

 
承認理由 

１ 近畿地区国立大学体育大会に参加を希望している大阪大学外国語学部の競技団体は、各々の所属す

る学生連盟においても大阪大学外国語学部として独立して認められており、近畿地区国立大学体育大

会以外の大会においても、独立して参加していること。 
２ 大阪大学から、引き続き独立参加の要望がでていること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

－7－ 

 
大阪大学と統合した旧大阪外国語大学の団体の取り扱いについて 

 
制定 平成１９年９月２７日 

 
平成１９年９月２７日（木）開催の第４５回近畿地区国立大学体育大会委員会において承認された旧

大阪外国語大学の団体の取り扱いについて、次のとおりとする。 

１．名称について 
大阪大学から２チーム参加する場合、大阪大学のチームを『大阪大学』とし、旧大阪外国語大学の

チームを『大阪大学外国語学部』とする。 

２．大阪大学外国語学部の位置付について 
大阪大学外国語学部の位置付は、第６項の暫定期間の特別参加とする。 

３．競技の組合せについて 
組合せは、全ての競技で団体戦、個人戦、トーナメント形式及びリーグ形式を問わず、従来通りに

行う。 

４．表彰について 
（１）「大阪大学外国語学部」に対して、近畿地区国立大学体育大会総合優勝制度実施要項に規定

する総合優勝を適用させない。したがって、同要項に規定する得点方法は行わない。 
（２）各競技において、「大阪大学外国語学部」が得点圏内の順位にある場合は、他大学の順位を

繰上げない。 
（３）各競技において、「大阪大学外国語学部」が優勝、準優勝、３位等に入賞した場合は、従来

通り団体及び個人の表彰を行う。 

５．分担金について 
「大阪大学外国語学部」の分担金は、一大学分を負担するものとする。 

６．この取り扱いは、第４６回大会（平成２０年度）から第４８回大会（平成２２年度）までの暫定と

する。ただし、当該期間中に「大阪大学外国語学部」の参加団体が全て消滅した場合は、当該回（年

度）でこの取り扱いは廃止する。 

 

- 7 -



大　会 男　　子 女　　子 大　会 男　　子 女　　子

第１回 大阪大学 第31回 大阪大学 大阪教育大学

第２回 京都大学 第32回 京都大学 大阪教育大学

第３回 京都大学 第33回

第４回 京都大学 第34回 神戸大学 大阪教育大学

第５回 京都大学 第35回 神戸大学 大阪教育大学

第６回 京都大学 第36回 大阪教育大学 大阪教育大学

第７回 京都大学 第37回 京都大学 大阪教育大学

第８回 京都大学 第38回 神戸大学 大阪教育大学

第９回 京都大学 第39回 神戸大学 大阪教育大学

第10回 京都大学 第40回 大阪教育大学 大阪教育大学

第11回 京都大学 第41回 神戸大学 大阪教育大学

第12回 神戸大学 第42回 大阪教育大学 大阪教育大学

第13回 京都大学 第43回 京都大学 大阪教育大学

第14回 京都大学 第44回 大阪教育大学 大阪教育大学

第15回 神戸大学 第45回 京都大学 大阪教育大学

第16回 京都大学 第46回 京都大学 大阪教育大学

第17回 京都大学 第47回 京都大学 大阪教育大学

第18回 京都大学 第48回 京都大学 大阪教育大学

第19回 大阪大学 大阪教育大学 第49回 京都大学 大阪教育大学

第20回 京都大学 大阪教育大学 第50回 大阪教育大学 大阪教育大学

第21回 神戸大学 神戸大学 第51回 大阪教育大学 大阪教育大学

第22回 大阪大学 和歌山大学 第5２回 大阪教育大学 大阪教育大学

第23回 京都大学 奈良教育大学 第53回 滋賀大学 大阪教育大学

第24回 京都大学 和歌山大学

第25回 和歌山大学 大阪教育大学

第26回 京都大学 大阪教育大学

第27回 神戸大学 大阪教育大学

第28回 京都大学 大阪教育大学

第29回 滋賀大学 大阪教育大学

第30回 大阪教育大学 大阪教育大学

優　　勝　　大　　学

（震災のため中止）
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大　会 男　　子 女　　子 大　会 男　　子 女　　子

第１回 大阪大学 第31回 大阪大学 大阪教育大学

第２回 京都大学 第32回 京都大学 大阪教育大学

第３回 京都大学 第33回

第４回 京都大学 第34回 神戸大学 大阪教育大学

第５回 京都大学 第35回 神戸大学 大阪教育大学

第６回 京都大学 第36回 大阪教育大学 大阪教育大学

第７回 京都大学 第37回 京都大学 大阪教育大学

第８回 京都大学 第38回 神戸大学 大阪教育大学

第９回 京都大学 第39回 神戸大学 大阪教育大学

第10回 京都大学 第40回 大阪教育大学 大阪教育大学

第11回 京都大学 第41回 神戸大学 大阪教育大学

第12回 神戸大学 第42回 大阪教育大学 大阪教育大学

第13回 京都大学 第43回 京都大学 大阪教育大学

第14回 京都大学 第44回 大阪教育大学 大阪教育大学

第15回 神戸大学 第45回 京都大学 大阪教育大学

第16回 京都大学 第46回 京都大学 大阪教育大学

第17回 京都大学 第47回 京都大学 大阪教育大学

第18回 京都大学 第48回 京都大学 大阪教育大学

第19回 大阪大学 大阪教育大学 第49回 京都大学 大阪教育大学

第20回 京都大学 大阪教育大学 第50回 大阪教育大学 大阪教育大学

第21回 神戸大学 神戸大学 第51回 大阪教育大学 大阪教育大学

第22回 大阪大学 和歌山大学 第5２回 大阪教育大学 大阪教育大学

第23回 京都大学 奈良教育大学 第53回 滋賀大学 大阪教育大学

第24回 京都大学 和歌山大学

第25回 和歌山大学 大阪教育大学

第26回 京都大学 大阪教育大学

第27回 神戸大学 大阪教育大学

第28回 京都大学 大阪教育大学

第29回 滋賀大学 大阪教育大学

第30回 大阪教育大学 大阪教育大学

優　　勝　　大　　学

（震災のため中止）

男子団体戦組み合わせ

Ａリーグ１位 Ｂリーグ２位 Aリーグ２位 Ｂリーグ１位

②神戸大学

③京都教育大学

④奈良教育大学

男子決勝トーナメント

⑥大阪教育大学

⑦和歌山大学

⑧大阪大学

３位決定戦

男子団体戦予選リーグ

Ａリーグ

①滋賀大学

Bリーグ

⑤京都大学

- 9 -



女子団体戦組み合わせ

Ａリーグ１位 Ｂリーグ１位Ａリーグ２位

女子決勝トーナメント

②大阪大学

③京都大学

④滋賀大学

⑤奈良教育大学

Ｂリーグ２位

⑦神戸大学

⑧和歌山大学

⑨兵庫教育大学

⑩京都教育大学

３位決定戦

女子団体戦予選リーグ

Ａリーグ

①大阪教育大学

Ｂリーグ

⑥奈良女子大学
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女子団体戦組み合わせ

Ａリーグ１位 Ｂリーグ１位Ａリーグ２位

女子決勝トーナメント

②大阪大学

③京都大学

④滋賀大学

⑤奈良教育大学

Ｂリーグ２位

⑦神戸大学

⑧和歌山大学

⑨兵庫教育大学

⑩京都教育大学

３位決定戦

女子団体戦予選リーグ

Ａリーグ

①大阪教育大学

Ｂリーグ

⑥奈良女子大学

1-8 3-7

1-12
3-11

1-9

3-8

1-14 3-13

1-10

3-9

1-13 3-12
1-7

1-11
3-10

1-15 3-14

2-7 4-8

2-11 4-12

2-8 4-9

2-13 4-14

2-9 4-10

2-12 4-13

2-6 4-7

2-10 4-11

兵庫教育大学B 1 19

23

21

京都教育大学C 6

20
和歌山大学D 2

京都大学D 3

神戸大学C 5

27

和歌山大学A 11 28

1-16大阪教育大学C 10

神戸大学D 12 29

兵庫教育大学C 13 30

31

京都大学A 15 32 京都大学C

34

滋賀大学B 18 35

滋賀大学D

神戸大学B

奈良教育大学D

33

大阪大学A 8

奈良教育大学A 4

7

2-14

大阪大学B 16

奈良教育大学B 14

３位決定戦

京都教育大学D 17

大阪教育大学A

兵庫教育大学A

和歌山大学C

京都教育大学B

大阪大学D

大阪教育大学B 9

男子個人戦

滋賀大学C

京都大学B

神戸大学A

大阪大学C

大阪教育大学D

和歌山大学B

京都教育大学A

奈良教育大学C

25

26

24

22

滋賀大学A
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3-3
1-3

1-1 3-1

1-5 3-5

1-2 3-2

1-4 3-4

1-6 3-6

2-3 4-4

2-1 4-1

2-5 4-6

4-2
2-2

4-5
2-4

4-3

15 兵庫教育大学A

大阪大学C

14

女子個人戦

1 13 京都教育大学B

京都大学A2

4

17

18

大阪教育大学D

奈良女子大学C

16

8

7

11

12 3位決定戦

4-15

5

3

24

奈良女子大学A

滋賀大学B

大阪教育大学A

奈良教育大学B

大阪教育大学E

和歌山大学A

21

22

20

19

6

9

10

神戸大学B

大阪大学A

兵庫教育大学B

大阪教育大学B

奈良女子大学B

京都大学B

滋賀大学A

奈良教育大学A

京都教育大学A

大阪教育大学C

大阪大学B

和歌山大学B

神戸大学A

3-15

23

25

- 12 -


